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エージェント状態の変更

タの記述の入力を求められる場合があ

よって設定され、コール結果を表し

ールラップアップの選択 ] ウィンドウ

。

保留など）を処理するには、IP ハー

要があります。

ラウザを使用して、Cisco Agent 
ットやインターネットの Web ページ

ブラウザのツールバーとメニューバー

す。スーパーバイザは、エージェン

きます。この機能により、スーパー

のエージェントに提供することで、

トから別のサイトを選択するか、[ア
、その Web サイトにアクセスできま

リックします。
エージェント状態を変更するには、ツールバーの適切な状態ボタンをクリックします。

無効な状態のボタンは使用不可になります。コール中に（[通話中 ] 状態で）エージェ

ント状態を変更すると、コールの終了後に状態が変わります。エージェント状態ボタン

は、現在のエージェント状態ではなく、クリックした状態を示します。現在のエージェ

ント状態は、ステータスバーに表示されます。

理由コードの使用方法

状態を [受信不可 ] に変更、またはログアウトすると、理由コードの選択を求められる

場合があります。理由コードは、管理者によって設定され、エージェント状態の変更理

由を表します。

理由コードの入力を求められたら、[理由コード ] ウィンドウで適切なコードを選択し

て、[OK] をクリックします。
1  ツールバーのボタンとキーボード ショートカット

エージェント状態の変更

ナビゲーションおよびその他の機能

2  共通タスク

アイ

コン

名前 ショート

カット

説明

[ログイン ] Ctrl+L ACD にログインします（[ログアウト ] と交互に動作します）。

[ログアウト ] Ctrl+L ACD からログアウトします（[ログイン ] と交互に動作します）。

[受信可 ] Ctrl+W 状態を [受信可 ] に変更して、ACD コールを受信可能であることを示し
ます。

[受信不可 ] Ctrl+O 受信不可の状態にします。ACD コールを受信できません。

[作業 ] Ctrl+Y 状態を [作業 ] に変更して、ラップアップ作業終了後に ACD コールを受信
できることを示します。

アイ

コン

名前 ショート 

カット

説明

タスク 1 ～ 10 Alt+1、Alt+2、
～ Alt+0

1 ～ 10 のタスク ボタンは、1 つまたは複数の機能を実行するように管
理者が設定できます。

[コンタクト 
管理 ]

Ctrl+G コンタクト管理ペインを表示したり非表示にしたりします。

[ブラウザ ] Ctrl+B 統合ブラウザペインを表示したり非表示にしたりします。

[ヘルプ /バー
ジョン情報 ]

Alt+Ctrl+H ヘルプとバージョン情報のオプションを一覧表示するメニューを開き
ます。

— コンタクト Ctrl+S コンタクト アピアランス ペインのコンタクトを選択します。

— 発信者データ Ctrl+E コンタクト管理の発信者データ ペインで 1 行を選択します。

ラップアップ データの記述の使用方法

状態を [作業 ] に変更すると、ラップアップ デー

ります。ラップアップ データの記述は、管理者に

ます。

ラップアップ データの入力を求められたら、[コ
で適切な記述を選択し、[OK] をクリックします

コール処理

コール（応答、ダイヤル、転送、会議への追加、

ド フォンか Cisco IP Communicator を使用する必

統合ブラウザの使用方法

管理者によって有効にされている場合は、統合ブ

Desktop—Browser Edition の操作中にイントラネ

を表示できます。Web ページは、標準的な Web 
を含む、個別のブラウザ ウィンドウに表示されま

トのブラウザに Web ページをプッシュ（送信）で

バイザは、お客様への応対に役立つ情報を通話中

エージェントを支援できます。

管理者が設定している場合は、[作業サイト ] リス

ドレス ] フィールドに URL を入力することにより

す。ホームページに戻るには、[ホーム ]  をク




